661-0967

はまようちえん親子ひろば「きのっこ」
と家庭をつなぐニュースレター

兵庫県尼崎市浜 2-2-13
学校法人小寺学園

ฆఒ

幼保連携型認定こども園

Vol.193

はまようちえん

2022.2 月

ȧɈȽȭɉĂɉɘɢȠȻȢɭɈɄȥɅȜɥĂ1234ਫ਼ɈાɃɜɂపɈɜȠɌɂȾɈȤݦɁȳă

06-6499-4919
kinokko@hama.ed.jp

暦の上では春ですが、まだまだ寒い日が続いています。
昨夏、東京オリンピックが開催されたばかりですが、
今月は北京で冬季オリンピックが開催される予定です。
時差が 1 時間なので、リアルタイムでの観戦・応援に
熱が入りそうですね。

2 月のきのっこ

ナーサリーかぞくのあそび体験♪（要予約

予約〆切：前日の 12：00）

ナーサリーかぞく (0.1.2 歳児クラス）の子どもたちと一緒にあそびませんか？
ナーサリーかぞくでの遊びや、保育スタッフの子どもへの関わり方を

＊お申し込みの際は、直接
きのっこまでお越しください。

知ることができるかも？ママたちの困っていることや悩んでいることにも
先生たちがおこたえします♪
日

時：2 月 15 日（火）
・28 日 ( 月 )

10：00 頃〜（30 分程度）

※当日、９：４５頃までにきのっこへお越しください。

場

所：ナーサリーのお部屋または園庭

定

員：きのっこ会員

参加費：無料

2組

※通常通り、きのっこ利用料が必要です。

※当日は汚れても良い服でお越しください。
時間中、きのっこは通常通り OPEN しています。

ひなかざりをつくろう

3 月 3 日は、ひな祭り。桃の花がきれいに咲く季節のため、桃の節句ともいわれ、
女の子の成長や幸福を願うお祝いです。きのっこでママと一緒にひなかざりを作って
おうちにかざってみませんか？

日

時：2 月 14 日（月 ) 〜 17 日（木）10:00 〜 11:30
2 月 22 日 ( 火 ) 〜 25 日（金）10:00 〜 11:30

場

所：きのっこのお部屋

参加費：無料
※通常通り、きのっこ利用料が必要です。
※予約の必要はありません。

月 2 回程度

定期開催予定です！

1 月のきのっこ

『のりあそび』や『シールあそび』が好きな子どもたち。
いろいろ貼って、色んなお顔ができました。

かんせ〜い！

のりを塗って〜

ぺたっ♪

丸シールをはって〜

0 才児のお友だちもつかまり立ちや歩く姿が多く見られる
ようになってきました。

よいしょっ

よいしょっ
車庫に入りま〜す♪

「ごちそうさまでした」と
すべり台がお気に入り♡
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何つくってるの？

食器をもってきてくれました♡

きのっこ ハンドメイドレシピ
【作り方】

～おはし・ナフキン入れ～

ようちえんで子どもたちが使っているおはし・ナフキン入
れを手ぬいで作ってみませんか？
作り方がわからない方は、きのっこで聞いてくださいね♡

①外表 半分に折りアイロンで折り目をつける。
②中表に折り、上端 1 センチのところを縫う。
③わ（①で折り目をつけた所）から
11.5 センチのところに線を引き、

【材料】《出来上がりサイズ 約 20 センチ× 11.5 センチ》
布 横 22 センチ×縦 62 センチ １枚
（薄めの布で柄に上下がないものが縫いやすいので、

山折りの折り目をつける。

糸・縫い針・まち針

気軽にきのっこのお部屋で
はっちゃんに聞いてね♡

わの部分を中に折り込む。

おすすめです）
マジックテープやスナップボタンなど １組

わからなかったら

④②の折り目を重ね、

⑤両サイド 1 センチの所を返し口部分以外を縫う。
※ 4 枚重なっている部分は返し縫いをする。
⑥返し口から表に返し、返し口を閉じる。
⑦マジックテープ スナップボタンなどをつける。

同時滞在組数は７組とさせていただきます。

安全を考慮し定員を超えた場合、利用をご遠慮いただ
くことがあります。ご了承ください。

《きのっこ》とは ...
未就園児親子のもうひとつのおうちです。
* 場所は・・・はまようちえん分館３階（赤い建物です）
* 利用できる人は・・・0 歳〜未就園児の在宅で子育てされて
いる親とその子ども。
* どんな風にすごすの・・・親子がいっしょに自分のぺースでゆっ
くりのんびり過ごせます。ノンプログラムで時間内であれば何
時に来て何時に帰ってもいい。

■開場日

月･火･水･木･金
■開場時間

午前 9 時 15 分〜午後２時
■休場日

土日祝・お盆・年末年始・年度末など
開場日 ･ 時間は変わることがありますので正確な開場日時は
毎月の通信をご覧になるか、園までお問い合わせください。

利用料金
一度行ってみたいけど ... と少しでも迷ってるアナタ。“百聞は
一見にしかず” いつでものぞきに来てください。とびっきりの
笑顔であなたをおむかえします。何かがはじまるかも ... です。

フレッシュ
コア

ホテル
ヴィスキオ

初回に限り、ビジター券 500 円→無料

●お問い合わせは下記までお気軽にどうぞ。
（お問い合わせ受付時間

午前 9 時 15 分〜午後２時）

はまようちえん親子ひろば きのっこ 市谷
〒 661-0967 兵庫県尼崎市浜 2-2-13
tel 06-6499-4919 fax 06-6499-4931
kinokko@hama.ed.jp
きのっこ通信はここにあります
尼崎市役所 尼崎市立すこやかプラザ 北部保健福祉センター 南部保健福祉センター JR 尼崎サービスセンター 潮江郵便局
小田北生涯学習プラザ 小田南生涯学習プラザ（小田地域課 ) 小田体育館 ヨシマツ小児科 フレッシュコア blanc chat
おかもと皮膚科・形成外科クリニック 毛利耳鼻咽喉科医院 地域総合センター神崎 あみんぐステーション
こども家庭支援センターキャンディ
庄村助産院
natural marche HareBare かめい矯正・小児歯科クリニック
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久々に大河ドラマを見ようと

思い 1 話をみてたら、気にな

カレンダー・きのっこ通信・写真を

2 月のきのっこカレンダー

る事が。ちょうど家に子ども
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予定が、今度は日本の歴史が
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また気になり縄文時代から読
む事に。なかなか、先に進み

HP に載せています。カレンダーは、
月末に翌月分を HP に更新予定です。
http://www.hama.ed.jp
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ぼちぼち読み、大河と照らし
と思ってまーす。今年も 1 日
1 日を大切に、元気に笑って
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建国記念の日

生きていけますように。

文・編集・レイアウト / いちたにはつえ

( あけみちゃん )

道裏千家淡交会の支部の初釜

に 2 年ぶりに行ってきました。
例年ならば受付をして、待合

14

15

→点心席と移動していくので

子は個包装されたものを待合
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20

23

24

25

26

27

かぞくの

すが、感染対策のため、お菓
の人数も今までの 2/3、お菓

17

ナーサリー

→お菓子席→濃茶席→薄茶席

子席・点心席はなく、席入り

16

あそび体験♪

21

22

で受け取り、3 〜 4 人で頂く

天皇誕生日

濃茶も 1 人ずつ、点心は持ち
帰りのみという徹底ぶりでし
た。お茶会のお手伝いをする
ことは滅多にありませんが、

28

いろいろなお道具を見て、美

ナーサリー

けるので、茶会には行きたい

あそび体験♪

味しいお菓子とお茶をいただ
なぁと思った初釜でした。
( はっちゃん）

かぞくの

☆OPENDAY

お誕生日のおともだちのお祝い
2月生まれのおともだちには、きのっこに遊びにこられた際に「おたんじょうびカード」をお渡しします。
☆ナーサリータイム 不定期開催
ナーサリー(0･1･2歳児)のおともだちが

きのっこに来て、いっしょにあそびます。

はまようちえん在園を問わず未就園児・就園児の親子に、ようちえんで遊んでいただくための園庭開放です。9:30 〜14:00

